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 みなさまこんにちは。果樹園木楽の古田です。 

毎年この時期は台風の発生が話題になりますが、今年は千葉が災害を受けて今も生

活に困難のある方がたくさんいるようです。みなさまの地域は大丈夫でしょうか。こ

れ以上被害が広がらないことを祈りつつ、早い復旧を願うばかりです。 

さて、我が家のりんご姫「みのり」は 2歳になりました。つがるの収穫最盛期でし

たが誕生日はお休みして、家族で娘の大好きなアンパンマンミュージアムへ！一日楽

しく過ごしたものの、翌日発熱。保育園で流行りの風邪をもらってきたようです。 

1 週間ほどで回復して、今はすっかり元気です。病気を避けるのではなく、克服しながら免疫をたくわ

えて丈夫なカラダになってほしいと思っています。私たちのりんごもできるだけ農薬を減らし、除草剤

や化学肥料は使わないため、時に病気になったり虫に食べられたりはしますが、元気に成長しています。 

次に収穫するシナノスイートも赤く色づきはじめました。この品種のすごいところは、まだ青いうち

からすでに甘いこと。まだ酸味はありますが、未完熟果特有のえぐみもあまり感じません。それが赤く

色づいて完熟した時の美味しさは格別です！ぜひたくさんの方に召し上がっていただきたい、おすすめ

のりんごです。さわやかな香りの王林も、根強い人気です。数量が少ないため、お早めにご予約くださ

い。 

HP でも最新情報をお伝えしています。ぜひご覧ください。→ http://www.kiraku.farm/ 

 

☆りんごの品種「シナノスイート」とは 

ふじとつがるを交配して選抜された品種。1996 年に品種登録された新しいりん

ごで、甘味が強く、酸味が少ない品種です。食感はシャキシャキしていて、果汁が多

くジューシーで美味しいりんごです。リピーターが多く、年々人気が高まっています。 

 

☆りんごの品種「王林」とは 

酸味は少なく、甘い香りが特徴の黄色いりんごです。食感は日が経つごとに柔らか

くなりやすいですが、当園では採れたてのりんごをお届けするため、サクサクの食感

とさわやかな香りをお楽しみいただけます。 

 

☆りんごのレシピ ～りんごの蒸し煮～ 

レシピとはいえないほど簡単なものですが、我が家では定番おやつ。 

加熱すると整腸作用のあるペクチンが増加するそうです。また、ポリフェノールや

りんごのビタミン C は熱に強いとのこと。ぜひ皮ごと煮て、美味しさと栄養を丸ご

と摂取してください。食後のデザートやお茶うけにどうぞ！ 

 

材料：りんご 1 個、りんごジュース 150ｍｌ 

作り方： 

１、りんごを４等分して種を除き、皮つきのまま適当な大きさにカットする。 

2、1 のりんごを厚手の鍋に入れ、りんごジュースを入れる。 

3、蓋をして火をつけ、沸騰後弱火で 10分ほど煮て、自然に冷めるまでおいておく。 

 

※一晩おくと、さらに味がなじんで美味しいです。 

※サツマイモと一緒に煮たり、レーズンを入れても美味しいです。アップルパイのフィリングや、パウ

ンドケーキの具材に、パンやクラッカーにクリームチーズと一緒に添えても◎ 



☆商品一覧☆ 

 

りんご  シナノスイートは１０月１５日頃から、王林は１０月３０日頃から発送となります。 

     シナノスイートと王林は収穫時期が異なるため、別々の発送となります。 

商品

番号 
品種 等級 容量 価格（税込） 備考 

① 

シナノ 

スイート 

 

秀

 

３kg 

9～12 玉 
2,100 円 

贈り物にも最適です！ 

多少、色付きが薄いものや形が悪いものな

ども含まれますが、味は厳選したものをお届

けします。 

② 
５kg 

14～23 玉 
3,000 円 

③ 
10kg 

34～43 玉 
5,000 円 

④ 
訳あり品 

 

５kg 2,200 円 見栄えが悪いものや、小さなキズがあるも

の、小玉などの訳あり品です。 

生食も可能ですがジュースやジャムなど

の加工にも最適です♪ 
⑤ 10kg 3,600 円 

⑥ 

王林 

秀 

 

３kg 

9～12 玉 
2,100 円 

多少、色付きが薄いものや形が悪いものな

ども含まれます。 

完熟した王林は、独特の甘い芳香があり、

爽やかな味がします！ 

⑦ 
５kg 

14～23 玉 
3,000 円 

⑧ 
10kg 

34～43 玉 
5,000 円 

⑨ 

訳あり品 

５kg 2,200 円 
見栄えが悪いものや、小さなキズがあるも

の、小玉などの訳あり品です。 
⑩ 10kg 3,600 円 

  ※価格は送料別の金額です。送料は別添の送料一覧でご確認ください。 

  ※訳あり品の例として、右写真をご参照ください。 

 

 

  りんごジュース・セット商品 

 

 

 

 

 

※りんごジュースやセット商品は、3ｋｇまでの送料が適用されます。 

商品

番号 
内  容 価格（税込） 備考 

⑪ 

ジュース１ℓ・１本 

どらいあっぷる・５袋 

りんご・３個 

2,200 円 

ジュース、どらいあっぷる、

りんごの各種詰め合わせです。 

贈り物にも最適です！ 

⑫ 
ジュース１ℓ 

３本入り 
2,100 円 

りんごの甘みがギュッと 

つまった、果汁１００％のスト

レートジュースです！ 

⑬ 
ジュース１ℓ 

６本入り 
4,200 円 

⑭ 
ジュース 160ｍℓ 

 １２本入り 
3,000 円 

⑮ 
ジュース１ℓ・２本 

りんごジャム・２袋 
2,600 円 

 ジェネバジャム・ジュース２

本のセット！ぜひお試しくださ

い。 

押し傷 日焼け跡 



 

 

 

※ジュースの品種は（つがる・シナノスイート・王林・サンふじ）から組み合わせてお送りします。 

※セット商品のりんごの品種は（シナノスイート）です。（時期によっては王林も可能） 

※ドライアップルは１袋１０g 入り、品種は（つがる or シナノスイート）です。 

※⑯、⑰はゆうパケット（送料 350 円）にて発送します。 

 

 

☆紙袋 
りんごのおすそわけをしたり、ちょっとした手土産も見栄えよく持っていけるよう、

木楽オリジナルのプレゼント用紙袋をご用意しました。りんご 6個程度、ジュース（1L）

2 本、ジュース（小瓶）6 本入れることができます。ぜひご利用ください！紙袋をご

希望の方は注文書のご要望欄に記載してください。 なお、紙袋は１枚 50 円です。 

 

 

もちろん新鮮なうちに食べていただくのが一番ですが・・・すぐに食べきれない場合には以下の保存

方法を参考にしてください。 

温度変化が小さく、直射日光の当たらない涼しい場所で保存してください。 

ポリ袋に入れて冷蔵庫で保存するとより日持ちはしますが、なるべく早めにお召し上がりください 

 

 

☆ご注文にあたっての留意事項☆ 

 
【注文受付期間】 シナノスイート：10 月 20 日（日）まで 

         王     林：10 月 30 日（水）まで 

        大量のご注文の場合は、お早めにご相談ください。 

        受付期間終了後も在庫があれば対応しますので、お気軽にお問い合わせください。 

          

【注文方法】  別添の注文用紙にご記入いただき、FAX または電子メールにて受け付けています。 

また、ネットショップでもご注文を受け付けています。（http://kiraku.theshop.jp） 

畑にいることが多いため、電話での注文はご遠慮ください。 

なお、商品に関しての質問などがありましたら、メールまたは携帯電話の方へお

願いします。 

園地は電波が悪い個所があるため繋がらないこともありますが、留守番電話に 

メッセージを頂ければ折り返し連絡します。（携帯電話：090-4479-1889） 

 

【発送時期】  シナノスイート 10 月 1５日頃から 10 月 2５日頃まで 

        王林 11 月 3 日頃から 11 月 10 日頃まで 

        ※上記は目安で、天候や果実の成熟などによって前後します 

商品

番号 内  容 価格（税込） 備考 

⑯ どらいあっぷる 200 円 

じっくりと乾燥させた濃厚な甘

さの乾燥りんごです。ソフトドラ

イの食感が好評です。ご注文は 3

袋以上から。 

⑰ ジェネバジャム 600 円 

ジェネバの酸味がほどよい、色鮮

やかな赤いりんごジャム。甜菜グ

ラニュー糖を使った甘さ控えめ

の無添加ジャムです。 

りんごの保存方法 

http://kiraku.theshop.jp/


【発送日時】  原則、ご注文を頂いた順番に発送させていただきます。 

発送日、発送時間帯について、ご希望がある場合は注文書の備考欄に記載して 

ください。 

 

 

【の  し】  贈り物など「のし」が必要な場合は、注文書にてお申し付けください。 

簡易なのし（写真参照）ですが、無料にてお付けします。掛けのし（有料 

100 円）も対応しますので、注文書のご要望欄へご記入をお願いします。 

 

 

 

【お支払い】  商品に同封して納品書と振込用紙（ゆうちょ銀行）をお送りします。依頼主と発

送先が異なる場合、請求書はご依頼主様へお送りします（メールでご注文の方は、

メールにて請求内容をご連絡いたします）。 

なお、振込手数料はお客様の負担とさせて頂きますのでご了承ください。 

ネットショップからのご注文は、クレジットカードやコンビニ決済が選べます。ぜひ

ご利用ください。（http://kiraku.theshop.jp） 

 

【送  料】 消費税増税を受けて、送料を見直しました。                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※りんごの発送は 20kg まで一括りで発送できます。ただし箱の大きさにより、一括りにでき

ない場合もありますので、ご相談ください。 

※ゆうパックにて発送します。配達日数は目安です。場所によって遅れる場合もあります。 

※⑯、⑰はゆうパケット（送料 350 円）にて発送します。 

※りんごジュースやセット商品は、3ｋｇまでの送料が適用されます。 

地域  3kg まで 10kg まで 20kg まで 
配達日数 

目安 

北海道 1,0５0 1,2５0 1,4５0 翌々日 

山形県内 830 1,000 1,2３0 

翌日 
東北、関東、信越 880 1,000 1,2７0 

北陸、東海 9６0 1,150 1,360 

近畿 1,0５0 1,2５0 1,５50 

中国、四国 1,230 1,410 1,７20 

翌々日 九州 1,410 1,600 ２,０00 

沖縄 1,410 1,610 ２,０00 

http://kiraku.theshop.jp/

